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　コロナウイルス感染症が完全に収まら
ない中、経済活動はそのリスクを享受しつ
つ、活性化に向けて動き始めています。設
計業務においても、以前よりスペース（空
間・離隔距離）や空気環境等を意識した
設計が求められています。
　また、その環境をシミュレーションし数
値化・見える化し、提示することがますま
す重要となってきています。
　空間デザインは今期第26期に入り4半
世紀を超える社歴となりました。これもひ
とえに社員の皆様、そして顧客の皆様の
おかげと本当に感謝しています。そして次
の4半世紀の継続そして成長と発展に向
かうために、組織編制を行いました。
　１つは部の再編です。業務部を営業部
と総務部に区分し、それぞれ各部門の強
化を図ります。

 もう１つは新規部門の
立ち上げです。今まで
チームであった活動を
それぞれ経営企画室・
品質管理室・海外準備
室・建築企画室・DX業
務推進室として立ち上
げ、将来の会社の諸活
動の礎とします。
　その一方、顧問弁護
士の選任・レジリエンス
認証の取得などリスク
管理にも備えています。
　これからも「変わらない美と品格のある
感動空間を創造する」という当社のミッ
ションの実現に向け、社員一丸となって業
務に取り組みます。今後ともよろしくお願
いします。

●営業部長からのご挨拶

2022年は、感動空間の創造を目指し、
新しい組織編成でスタートします　

この度新設された営業部部長の坂尾と申
します。
　現在弊社の業務の主体は、行政の一般
競争入札からの受注がメインになってい
ます。多数の業務案件を実施する事によ
り、様々な設計業務に対応できるようにな
りました。特に耐震改修業務やトイレ改修
業務、近年では解体業務についても多数
実施させて頂き、実績とノウハウを積み重
ね、同種業務についての各種問い合わせ
依頼や業務依頼が徐々に増えています。
営業部は、建築設計に10年以上かかわっ

たメンバーで構成されており、建築技術者
の目線で社会/建築主/施工者に対応いた
します。スタッフ全員が『安心・安全』をモッ
トーとし、お客さまのお困りごとの抽出や
各種ご提案・計画実施のサポートを行い、
問題解決を実行することで、お客さまと
WIN-WINの関係構築を目指します。
　建築設計・調査・監理に関する技術的な
ご相談や予算のご相談その他お困り事等
ございましたらお気兼ねなくお声がけ頂け
れば光栄です。どうぞよろしくお願いいた
します。

建築設計・調査・監理に関するさまざまなお悩みを、
建築技術者の目線から、解決いたします！

営業本部長 坂尾圭亮
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　土壌汚染分析調査の問合せが増えて
います。以前受託したごみ処理施設の解
体設計では、土壌汚染分析調査結果を基
に土壌汚染対策を加味した工事方法の
検討が含まれていました。
　業務内では土壌汚染に対し区域解除、
溶出量のみ除去、残置し管理と対策をパ
ターン分けし、施工性・経済性・運用管理
など比較検討を行い、関係者との協議を
重ね、最終的に残置して管理する措置方
法となりました。
　近年、土壌汚染が顕在化している主な
背景としては、①工場跡地等の再開発・
売却等に伴い、その対象となる土地の土
壌の調査が実施される事例が増加してい
ること、②事業者の環境管理等の一環と
して、所有する土地の土壌について自主
的な調査を行う事例が増加しているこ
と、③都道府県等による地下水のモニタ
リングの拡充に伴い、地下水汚染の発見
を契機とした汚染源の究明調査により土

壌汚染が判明する事例が増
加していること等が挙げられ
ています。
　土壌汚染が存在する土地
は，人の健康または生活環
境のリスクだけでなく、その
対策費用等に起因する経済
的なリスク、土壌汚染対策法
などの法的なリスク、さらに
企業の評判に関するリスク
など，多くのリスクがそれぞ
れに関係性を持ち存在しています。
　設計者として、様々なリスクに土地の
価値なども含め、状況に応じて最善な選

択となるよう広い視野を持ち、
措置方法を提案したいと思い
ます。

設計

（谷口）

　大阪本社で防災・事業継続訓練の実
動訓練を行いました。コンサル会社にア
ドバイスを受けながら、訓練シナリオを作
成し、東京事務所へも訓練状況を動画で
共有しながら本格的な実動訓練を行い
ました。
　避難訓練の後、建屋内被災状況の確
認作業を行った時、確認場所の図面を
じっくり読み込んでからしか動き出さず、
分電盤や設備に関わる場所に時間をか
けて入念に見ている姿が設計士の職業
柄が出てしまっていて、コンサルの方から
実際の災害時にはじっくり考えているよ
り迅速な行動も必要ですよとほろ苦いア
ドバイスを頂きました。
　訓練シナリオを考えることも普段意識
していないが想定の必要なことが見えて
来て、これも一つの訓練だと感じました。

　頭で考えていても実際に動いて
みると想定が甘かったり、補完でき
ていないことがあったり
で、実働訓練の重要性を
認識した1日でした。

さまざまなリスクを抱える土壌汚染対策は、
分析結果を元に、最善な提案を行います

訓練

大きな地震・災害時に、事業を継続させるため
大阪本社で防災・避難訓練を行いました

土壌汚染とは
人の活動にともなって排出された有害な物質が土に蓄積されている状態をいいます。

財団法人日本環境協会資料より抜粋

土壌汚染の原因①
有害な物質が、使用している
ときにこぼれたり、有害な物質
をふくむ排水がもれたりして
土の中へ入る。

土壌汚染の原因②
有害な物質を含む廃棄物が
不適切に土に埋められて、雨
などによって有害物質がまわ
りの土に溶け出す。

土壌汚染の原因③
排気ガスや飛灰の中にふくま
れる有害な物質が土の表面
に落ちてくる。

土壌汚染対策を行ったごみ処理施設

（中尾）

机上で考えた手順通りに、実際に訓練を行ってみると、
気づかなかったことが多くありました

いつ起こるかわからない緊急事態に備え、実
働訓練を経験することは重要だと思います
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（永田）

　社長より設立記念日の記念品として、従
業員全員に一つ一つ違うデザインのカバ
ンを頂きました。建築設計を生業としている
会社ということもあり、建築素材の畳縁（た
たみべり）を一般消費財に転用したオー
ダーメイド品を製作して頂きました。
　COCO flap小堀さんオリジナルデザイ
ンで、和の雰囲気も洋の雰囲気も兼ね備え
たカバンとなっております。 A3の書類も入
り、肩にかけられ軽くて丈夫な造りです。
　そもそも畳縁とは、畳の長辺に縫い込ん
だ布の部分のことを言い、絹や綿・麻を使
い、畳表の畳床を合わせるために一緒に織
り込んだものになります。

　畳表の摩擦を防いだり、畳を敷き
合わせる際にできやすい隙間を「しめ
る」などの役割があります。古来より日
本では畳縁の模様にも深い意味が
あり、平安時代に定められた法典に
は、畳縁の格式が定められていたよう
です。又、江戸時代の武家社会では、
紋縁（もんべり）という家紋入りの畳
縁を使うようになったようです。
　最近では畳縁にも色々な種類が
あり、昔ながらのものでは純綿の無地が座
敷・客間等によく使用されておりますが、最
近ではナイロン地のカラフルな無地や柄物
が多く使用されており、記念品のカバンもカ

ラフルな刺繍が施されております。
　昔ながらの伝統・技術を引き継ぎながら、
新しい令和の時代をこのカバンと共
に駆け抜けていきたいと思います。

　今年の吹田産業フェアは吹田市内で活
動される事業者と、吹田市民の方々、学
生がオンラインを介してふれあう場として
開催されています。開催期間は、、2022
年 1月までとなっており、市民の方の参加

型イベントや事業者の方のヒントになるよ
うな動画配信、学生の方の将来に繋がる
ようなイベントなど続 と々発信さ
れる予定ですので、是非チェック
してみてください！

記念品
設立25周年の記念品は、建築設計事務所に
ふさわしい畳縁を使ったオリジナルカバンです

イベント
吹田市の市内産業と市民をつなぐイベント
「吹田産業フェア」に出展しています

Recreation　Report

　カート大会が催されたので社長と社員4人で参加させていただきました。始めてカートに
乗りましたが、振動が体へ直に来るのと夜中開催だったので、中 速々度は出せず降りた後は
少しふらつきました。参加者の中には経験者もおりましたが、弊社からは全員初心者なので
ハンデを頂きました。
　3人で1チームなので、我が空間デザインチームは、2チームに分かれましたが、ハンデの
おかげもあり私のチームは全12チームのうち2位、もう片方は3位となりました！な
かなかない経験で、またハンデ付きでも結果が良かったので、満足しました。　

　有明テニスの森駅より徒歩12分の所にあるセガサミースポーツアリーナ
Be-Win SQUASH CLUBでスカッシュ体験をしました。参加者のほとんどが初心
者なので、ラケットにボールを当てる練習からスタートしました。約2時間のプログラ
ムで、最終的にはラリーができるようになったような気がします。最後はエキシビショ
ンでコーチの試合あり、ボールの音や動きを実際に肌で感じることができ
本物のスポーツを知ることが出来ました。その後は施設見学をさせていた
だき大変勉強になりましたが、日頃の運動不足を痛感する一日でした。

真夜中にカートで疾走！チームの結果は？

ボールを叩く音が爽快！スカッシュに挑戦！

OSAKA

TOKYO

【 秋のスポーツ大会！】

（瀬戸）

（鈴木）

毎朝の通勤が楽しくなるような美しいカバンです

ブロロロロ…

（笹田）

https://online.suita.jp/

パコ～ン
！
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連 載・第2回
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空間デザイン
大阪本社

〒564-0062
大阪府吹田市垂水町 3-24-1
シンプレス江坂 402
TEL 06-6192-8751
FAX 06-6192-8752
地下鉄御堂筋線『江坂駅』北口下
車。東に徒歩５分。大同生命ビル
と江坂公園を通り抜けたらすぐ
です。

空間デザイン通信　22号

編 集 後 記
　新しい組織編制によりチーム体制となったことで、みんなで協力して前に
進める組織になるよう努力している様子が見え素敵だなと思います。また地
方創生テレワーク推進運動Action宣言にも参加し、地方にいながらテレ
ワークを活用して設計業務にチャレンジできる制度を推進しています。宣言
することにより現実的にとらえることが出来、場所を選ばない柔軟で豊かな
働き方が実現可能な企業にまた一歩近づいてきました。2年前の手探りで始
まったテレワークがこんなに早く定着し、次のステージに進んでいることに驚
くばかりですが、私も置いて行かれないよう頑張りたいと思いました。（相原）

働き方

法律の基礎知識を
顧問弁護士から学んでいますセミナー

　大学生は勿論のこと、職場訓練
生・外国人材採用ナビセンターな
どからたくさんの実習生に参加し
ていただいています。設計業務は勿
論のこと、弊社の実際の姿を体験し
ていただけるよう、全社員参加のオ
ンラインミーティングや小さな会社だからこそ何もないところか
ら造り出す作業、細分化されていない作業や広報作業等多岐にわ
たる仕事を実際に体験して頂きます。弊社にとっても、人に説明す
る難しさや指示を出す勉強にもなりとてもいい機会となっ
ております。
　これからも、どんどん受け入れていく予定です！

　今期より当社の顧問弁護士に就かれた柴田先
生に建築業務の法律相談として、空間デザイン
セミナーを行いました。第1回となる今回のテー
マは「法律の基礎知識1」です。実際の判例を紹
介しながら用語・責任種別、旧民法・新民法など
の違いについて解説していただきまし
た。建築法律セミナーは今後も2ヶ月に
1回程度の開催を行っていく予定です。

（相原）

5File空間デザイン・トイレ設計事例

淡路公園公衆便所
（東京都・千代田区）

（檜山）

 千代田区内の公園・公衆便所の改修工事となります。ワテラス
タワーという民間のビルの一部にこのトイレがあります。
 トイレの男子、女子、だれでもトイレのサインを統一していること
から、このトイレもサインを統一のデザインにしました。
民間のビルの一部にあることから、他のトイレと同じ大
きさのサインではなく、極力小さなサインとしました。 （渡邉）

柴田亮子先生

伊東・早稲本
法律事務所

スマホでも綺麗に撮れる
建築写真の撮り方

　建築写真の撮り方セミナーとして家の出張写真サービス「家
撮り部」の村山様にセミナーを行っていただきました。
　建築写真といっても一眼レフカメラなどの機材での撮影では
なく、普段使っているスマートフォンなどで上手く撮影するポイ
ントやコツを、スライドと実技を交えながら解説していただきま
した。スマートフォンの普段使っていない機能の紹介もあり若

干の戸惑いもありました
が、心なしかセミナー
後に撮影した写真は今
までと違うよう
に思えます。

（檜山）「家撮り部」　https://iedoribu.com/

空間デザイン

セミナー
空間デザイン

建築設計のこと、監理業務のこと、お気軽にご連絡ください！@spdajapansaiyo@sd-arc.jp 株式会社空間デザイン


